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平成２７年度 第２回四街道市指定管理者選定評価委員会 

（文化・コミュニティ施設等合議体）会議概要 

 

開催日時  平成２７年８月４日（火）１３：１０～１６：２５ 

開催場所  四街道市役所 こども保育課２階 会議室 

出席委員  篠原委員（会長）、福井委員（副会長）、北野委員、阿部委員、小川委員 

欠席委員  なし 

事務局   行革推進課：小出課長、濱田主幹、安永主査補、小安副主査 

説明者   自治振興課：伊藤課長、大手主査補、竹内主事 

      環境政策課：鈴木課長、濵田主幹 

      管財課：石橋課長、山元主査、飯島主任主事 

      社会教育課：金親課長、池田副主幹、久保木主査補 

開催形態  公開 

傍聴者   ０人 

 

会議概要 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 市長あいさつ 

４ 諮問（指定管理者評価依頼書により諮問） 

５ 議事録署名人の選出（小川委員・阿部委員を指名） 

６ 指定管理者評価方法及び評価基準等について 

７ 議題 

⑴ 平成２６年度に実施された指定管理者による施設管理状況の評価 

① 四街道市鹿放ヶ丘ふれあいセンター 

② 四街道市営霊園 

③ 四街道市文化センター 

④ 四街道市立公民館 

⑵ 平成２６年度に実施された指定管理者による施設管理状況の評価に係る答申（案） 

① 四街道市鹿放ヶ丘ふれあいセンター 

② 四街道市営霊園 

③ 四街道市文化センター 

④ 四街道市立公民館 

８ 答申（指定管理者評価結果通知書により答申） 

９ その他 

１０ 閉会 
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・議題 ⑴ 平成２６年度に実施された指定管理者による施設管理状況の評価 

①四街道市鹿放ヶ丘ふれあいセンター 

[自治振興課] 

資料説明 

[篠原会長] 

 施設所管課からの説明に対して意見等あるか。 

[篠原会長] 

 利用者が増えたのは外国人の影響で、単純に増えているといっていいのかどうか。 

[自治振興課] 

 結果的には確かに５月から７月に外国人の方の影響で増えている。それを除くと例年通りであ

る。 

[篠原会長] 

 「人件費」が増えたのは雇用形態が変わったということだが、２７年度以降も続くということ

か。 

[自治振興課] 

 平成２６年１１月より臨時職員が８名から７名になり、嘱託職員が１名増えたため賃金が増え

た。引き続き今年度も同じ体制でいく。 

[篠原会長] 

 自主事業の費用が増えている原因は何か。ここ５～６年を見ると、自主事業の収支の変動が激

しい。 

[自治振興課] 

 昨年度の自主事業収入の内訳は、自動販売機の収入とコミュニティ事業の収入だが、過年度と

の比較は手持ち資料がないのでできない。  

[篠原会長] 

 全体的な印象として、なかなかよくやっている。 

[福井委員] 

 自主事業の「語り部育成講座」に参加したが、みんなの会話が家族のようで感動した。地域文

化が素晴らしい。 

[篠原会長] 

 自主事業は多少お金がかかっても仕方ない。一生懸命やっているから後押ししたい。 
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[小川委員] 

 ＰＡＳを修理した時の負担は電力会社と市と、どちらがするかという決まりはあるか。 

[自治振興課] 

 ＰＡＳは電力会社ではなく施設が設置しなくてはいけないものであるため、それについての予

算は市で９月補正で要望している。 

[小川委員] 

 今回故障した原因は。 

[自治振興課] 

 経年劣化の可能性が大きい。２４年経っているため、減価償却で考えると１５年から２０年に

なっており、耐用年数も過ぎている。 

[福井委員] 

 いざ災害時には拠点になるだろうから、電線を通じてくる電力だけに頼っていいのか。蓄電や

風力等の地産地消の方法もこれからは模索すべき。 

[北野委員] 

 高齢者で運転できない方のための交通手段を何か考えているのか。「よっぴー」はあるが本数が

少ない。 

[自治振興課] 

 確かに利便性はあまり良くない所にあり、本数も少なくて申し訳ないが「よっぴー」を使って

利用してもらうのが手一杯なところである。 

[篠原会長] 

他に意見等なければ、四街道市鹿放ヶ丘ふれあいセンターの指定管理者の評価に関する質疑は

終了する。 

 

②四街道市営霊園 

[環境政策課] 

 資料説明 

[篠原会長] 

 施設所管課からの説明に対して、意見等あるか。 

[篠原会長] 

 評価表を見るとだいたいＢだが、Ｂで悪いわけではなく、言葉で書けば非常によくやっている
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ということになるため、ちょっと違和感がある。先日見に行ったが、良い雰囲気だった。 

[北野委員] 

墓地だけ買っていて墓石が立っていない区画は多いのか。 

 

[環境政策課] 

 第１期区画とういのは、ご遺族のお骨がなくても区画だけを買うことができた。そのため、墓

石が立っていない区画が点在している。第２期目からは遺骨がないと利用できないようになった。 

[北野委員] 

 市内在住者でないと利用申込みできないのか。 

[環境政策課] 

 基本的に使用許可の申請ができるのは市民の方だが、ただしその後の事情で転居して今は市外

にお住まいの方もいるが、その方は管理料が割高になっている。 

[北野委員] 

 今後必要になった場合に申請できる余裕はあるのか。 

[環境政策課] 

 墓石を立てる区画については、平成２５年度の８月で完売してしまった。後は、返還があった

場合、再整備してある程度数をまとめて再募集する。その場合抽選になるが、かなりの倍率にな

る。また、今は合葬式を約４０００体拡張中であり、こちらについては２０～３０年以上の需要

には対応できるようになっている。 

[阿部委員] 

 墓地なので営業努力はないと思うが、施設運営の自主事業の中に花及び線香の販売とある。花

と線香はいつでもあるのか。 

[環境政策課] 

 管理事務所の中に線香と花は必ず用意している。地元の花屋と提携している。 

[阿部委員] 

 収入は花屋の収入になるのか。 

[環境政策課] 

 線香は買って売っているようだが、花は場所を提供して花屋にやってもらっている。 

[北野委員] 

 お墓の古いお花は処分してくれるのか。 

[環境政策課] 
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 臨時職員が毎日巡回して、除草や枯れた花の除去をしてくれている。 

[福井委員] 

 花を買う人は結構いるのか。普通、それぞれがお墓に持ってくると思っていた。 

[環境政策課] 

 持って来る人もいるが、中にはバスで来る方等は持って来なかったりする。 

[篠原会長] 

他に意見等なければ、四街道市営霊園の指定管理者の評価に関する質疑は終了する。 

 

③四街道市文化センター 

[管財課] 

 資料説明 

[篠原会長] 

 施設所管課からの説明に対して、意見等あるか。 

[北野委員] 

 以前、２０３を使用した際に隣から騒音の苦情があったと聞き、私のほうで防音にする予定が

あるかどうか質問したが、まだやっていないか。 

[管財課] 

 今は予定はないが、平成３０年、３１年度に国の補助金をもらい耐震改修工事を行うので、そ

の時に対応できるか検討したい。 

[阿部委員] 

 資料の４５ページには、騒音問題解消にはパーテーション撤去が必要と思われると書いてある

が、１つの部屋にまとめて貸すのかパーテーションを何かもう少し防音できるものに変えるのか。 

[管財課] 

 現在はパーテーション撤去で対応としているが、耐震改修工事を行う際には、防音設備を検討

したい。 

[篠原会長] 

他に意見等なければ、四街道市文化センターの指定管理者の評価に関する質疑を終了する。 

 

④ 四街道市立公民館 

[社会教育課] 
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 資料説明 

[篠原会長] 

 施設所管課からの説明に対して、意見等あるか。 

[北野委員] 

 ３館でやっている寺子屋事業は、まとめるところが一つになって同じようなメンバーが行って

いるのか。 

[社会教育課] 

 千代田と旭公民館については以前から指定管理をやっていたので、以前から寺子屋事業をやっ

ていた。四街道公民館については２６年度に指定管理になってからやっている。それぞれやって

いるが、３館で地域や学校の協力を得て連携して行っている。 

[篠原会長] 

 より効率的で合理的にするため、随意契約を行っていると思うが、３館各々契約しているのか。 

[社会教育課] 

 ３館１つの指定管理者で行っているため、統一した基準で運営している。３館とも共通の仕様

を用いており、まとめて入札したり長期契約にして単価を落としている。ただし、それぞれ施設

の設備が違うため、各施設に合わせて随意契約している。 

[北野委員] 

ネットで使用状況を確認できないか。また、ネットから予約できないか。 

[社会教育課] 

 地域振興財団のホームページから空き状況の照会はできるよう検討している。予約は、各館へ

行き、直接予約してもらうしかない。予約システムに公民館を追加すると、コストが増大するが、

平成３０年度までの指定管理期間後、どうなるか分からないため、難しい。 

[小川委員] 

 評価審査資料９ページの旭公民館の契約のうち「カラオケやよい会」に委託している「公民館

まつり音響設備管理」の内容について説明してほしい。 

[社会教育課] 

 旭公民館のホールの音響設備が脆弱なため、「公民館まつり」の際にカラオケやよい会の持って

いる機材等をお借りしてホール等で使わせてもらっている。その操作等についてもやよい会の方

が担当してくださっている。金額については市が直接契約しないので詳しいことはわからないが、

財団とやよい会の話し合いで決定されているのかと思う。 

[小川委員] 

 つまり、「公民館まつり」だから、利用しているサークルが音響設備を自分たちで持ち込んでカ
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ラオケの発表を行っているということか。 

[社会教育課] 

 カラオケの発表だけでなく、その他の発表の時にもこちらの機材を借りていて、「公民館まつり」

３日間の期間中借りている。 

[阿部委員] 

３つの公民館それぞれ違うものをまとめて評価しなくてはいけなくなっている。３館一緒に契 

約しているのか。また、今後違う業者に代わる時は３館まとめて代わるのか。 

[社会教育課] 

 おっしゃる通りである。 

[篠原会長] 

 ３館一緒にやることで合理性があるが、小さな業者を育てるためにも管理が小さな施設と大き

な施設を分けたほうがよい。 

[福井委員] 

 印刷機は１７時以降使用可能か。 

[社会教育課] 

 おっしゃる通りである。 

[福井委員] 

 飲食はロビーのみ可か。 

[社会教育課] 

 ロビーと調理室のみ可能である。 

[福井委員] 

 例えばホールを５０～６０人で１日使用した際、お昼を食べる場所に困るため、お昼のみ食べ

る部屋を確立したほうがいいのではないか。会議中に飲むのはどこでもあるのかなと思う。 

[社会教育課] 

 部屋で飲むのは可としているが、食事は不可としている。公民館は基本的に教育の場、学習の

場ということで、食事を許可することにより、懇親会のような使われ方をすると困るのでそのよ

うな取扱いになったのではないかと思う。 

[福井委員] 

 実際に利用する人が困ることがあるから、１時間でも食事のための部屋を確保できれば１つの

解決策になるのでは。 

[社会教育課] 
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 比較的大きい団体で１日使用する場合、年度始まる前にある程度予定が分かっていると思うの

で、事前に部屋を予約する時に調理室も昼食時間帯に併せて予約している団体もある。 

[篠原会長] 

個人情報への対応はどうしているか。何か注意事項のようなものを所管課から出しているか。 

[社会教育課] 

 各サークルのメンバーの方の名前、住所、電話番号は登録いただいている。サークルの各個人

の方の名前、住所等を提出いただいた紙ベースのものは台帳等に綴じて鍵のあるロッカー等に閉

まっている。各サークルの代表者については、いろいろと通知するため、パソコンで管理し、パ

スワード設定している。 

[篠原会長] 

 基本的に個人情報は盗まれるものであるが、最低のことはやってくださいとセキュリティの専

門家も言っていた。 

[篠原会長] 

他に意見等なければ、四街道市立公民館の指定管理者の評価に関する質疑を終了する。 

 

・議題 ⑵ 平成２６年度に実施された指定管理者による施設管理状況の評価に係る答申（案） 

① 四街道市鹿放ヶ丘ふれあいセンター 

[事務局] 

資料説明 

[篠原会長] 

 事務局からの説明に対して意見等あるか。 

意見等なければ「平成２６年度四街道市鹿放ヶ丘ふれあいセンターに係る指定管理者評価表」

については原案のとおり決定し答申する。 

 

② 四街道市営霊園 

[事務局] 

 資料説明 

[篠原会長] 

 事務局からの説明に対して、意見等あるか。 

意見等なければ「平成２６年度四街道市営霊園に係る指定管理者評価表」については原案のと

おり決定し答申する。 
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③ 四街道市文化センター 

[事務局] 

 資料説明 

[篠原会長] 

 事務局からの説明に対して、意見等あるか。 

 意見等なければ、「平成２６年度四街道市文化センターに係る指定管理者評価表」については

原案のとおり決定し答申する。 

 

④ 四街道市立公民館 

[事務局] 

 資料説明 

[篠原会長] 

 事務局からの説明に対して、意見等あるか。 

 意見等なければ、「平成２６年度四街道市立公民館に係る指定管理者評価表」については原案

のとおり決定し答申する。 

 

答申後、閉会 

 


